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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 320,607 ― 19,710 ― 19,568 ― 8,535 ―
20年3月期第2四半期 260,984 13.2 24,257 10.4 21,318 6.9 13,114 △3.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 18.19 16.99
20年3月期第2四半期 27.93 26.10

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 716,748 231,476 29.6 451.49
20年3月期 629,464 216,399 33.3 445.98

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  211,874百万円 20年3月期  209,342百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 9.00 ― 10.00 19.00
21年3月期 ― 9.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 9.00 18.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 588,000 10.1 31,500 △36.5 28,500 △34.1 14,000 △49.0 29.83

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、
実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」
をご参照下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  470,463,527株 20年3月期  470,463,527株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,185,662株 20年3月期  1,059,883株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  469,369,767株 20年3月期第2四半期  469,503,499株



【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日）における日本経済は、原材料と原油の価格高

騰及び世界的な景気減速の影響による企業収益の減少や雇用情勢の悪化など、景気の後退局面が顕れました。海外経

済につきましては、米国発の金融危機により米州・欧州では景気減速が顕著となり、中国やインドをはじめとする新

興国でも景気拡大が緩やかとなりました。このような環境のもと、当社グループは、３年間の中期経営計画「創成

21」の２年目を迎え、更なる積極的な販売活動や徹底したコスト削減活動を通じて企業価値の向上に取り組んでお

ります。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高はＳＮＲ社が連結子会社となった効果もあり、320,607百万円（前

年同期比22.8％増）となりました。利益につきましては、鋼材価格の高騰や為替の影響もあり、営業利益は19,710百

万円（前年同期比18.7％減）となり、経常利益は19,568百万円（前年同期比8.2％減）となりました。なお特別利益

として過年度関税等戻入益379百万円、特別損失として投資有価証券評価損4,896百万円、事業再編費用132百万円を

計上した結果、四半期純利益は8,535百万円（前年同期比34.9％減）となりました。 

 なお、当連結会計年度より四半期連結財務諸表規則を適用しているため、前年同期比増減率については参考として

記載しております。 

事業部門別売上高につきましては、以下のとおりであります。 

① 軸受 

 一般産業機械向けでは日本、米州地域、中国で建設機械や風力発電向け、欧州地域で風力発電向けなどの大形軸

受が好調でした。中国では事務機向け軸受も増加し、タイではハードディスクドライブ（ＨＤＤ）モータ向けの流

体動圧軸受が堅調でした。自動車向けでは米州地域で主に米国自動車メーカ向けの需要減退や為替の影響により減

少しましたが、欧州地域、中国でアクスルベアリングやニードルローラベアリングが好調で、日本でもアクスルベ

アリングが好調でした。また、新たにＳＮＲ社が連結子会社となったことにより、一般産業機械向け及び自動車向

けのいずれも大幅に増加しました。この結果、売上高は227,666百万円（前年同期比37.7％増）となりました。 

② 等速ジョイント 

 日本では主に輸出車向けに、中国では主に日系自動車メーカ向けに新規案件の量産開始が寄与したことにより好

調でした。米州地域では主に米国自動車メーカ向けの需要減退や為替の影響により減少し、欧州地域でも主に欧州

自動車メーカ向けの需要減退により減少しました。この結果、売上高は78,028百万円（前年同期比4.0％減）とな

りました。 

③ 精密機器商品等 

 新規案件の受注によりフラットパネルディスプレイ用修正装置が増加し、またスピンドルやクラッチユニット商

品も増加しました。この結果、売上高は14,912百万円（前年同期比3.9％増）となりました。 

所在地別セグメントの業績につきましては、以下のとおりであります。 

① 日本 

 自動車向けは等速ジョイントやアクスルベアリング、一般産業機械向けは建設機械、風力発電向けなどの大形軸

受が増加しました。この結果、売上高は188,113百万円（前年同期比8.6％増）となりました。営業利益につきまし

ては、販売増の効果はありましたが、鋼材価格の高騰や為替の影響もあり、8,672百万円（前年同期比30.6％減）

となりました。 

② 米州 

 一般産業機械向けは農業機械向け軸受や建設機械向けなどの大形軸受が好調でしたが、自動車向けは主に米国自

動車メーカ向けの需要減退や為替の影響により減少しました。この結果、売上高は64,673百万円（前年同期比

6.0％減）となりました。営業利益につきましては、販売減、鋼材価格の高騰、為替の影響もあり、1,715百万円

（前年同期比39.9％減）となりました。 

③ 欧州 

 自動車向けは等速ジョイントが主に欧州自動車メーカ向けの需要減退により減少しましたが、アクスルベアリン

グ、ニードルローラベアリングは新規受注の量産開始が寄与したことにより好調でした。一般産業機械向けは風力

発電向けを中心に大形軸受が好調でした。また、新たにＳＮＲ社が連結子会社になったことにより、自動車向け及

び一般産業機械向けのいずれも大幅に増加し、この結果、売上高は99,297百万円（前年同期比115.9％増）となり

ました。営業利益につきましては、鋼材価格の高騰の影響はありましたが、販売増やＳＮＲ社の連結子会社化の効

果もあり、4,640百万円（前年同期比54.0％増）となりました。 



④ アジア他 

 中国では事務機向け軸受や建設機械、風力発電向けの大形軸受、自動車向けのアクスルベアリング、ニードルロ

ーラベアリングが好調であり、代理店向けも好調でした。またタイでは流体動圧軸受が増加しました。この結果、

売上高は41,471百万円（前年同期比4.5％増）となりました。営業利益につきましては、販売増の効果もあり、

3,444百万円（前年同期比4.9％増）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(資産、負債及び純資産の状況) 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ61,879百万円（22.0%）増加し、343,015百万円となりました。これは主に商品

及び製品の増加20,796百万円、受取手形及び売掛金の増加19,513百万円、仕掛品の増加10,676百万円によります。固

定資産は前連結会計年度末に比べ25,405百万円（7.3%）増加し、373,732百万円となりました。これは主に有形固定

資産の増加37,280百万円、投資有価証券の減少13,635百万円によります。この結果、総資産は前連結会計年度末に比

べ87,284百万円（13.9%）増加し、716,748百万円となりました。 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ48,249百万円（16.1%）増加し、348,560百万円となりました。これは主に短期

借入金の増加26,618百万円、支払手形及び買掛金の増加22,745百万円によります。固定負債は前連結会計年度末に比

べ23,958百万円（21.2%）増加し、136,711百万円となりました。これは主に社債の増加10,000百万円、長期借入金の

増加5,665百万円、退職給付引当金の増加1,847百万円、負ののれんの増加1,766百万円によります。この結果、負債

合計は前連結会計年度末に比べ72,206百万円（17.5%）増加し、485,271百万円となりました。 

 純資産合計は前連結会計年度末に比べ15,077百万円（7.0%）増加し、231,476百万円となりました。これは主に少

数株主持分の増加12,546百万円、利益剰余金の増加4,267百万円、為替換算調整勘定の減少2,037百万円によります。

(キャッシュ・フローの状況) 

 営業活動の結果得られた資金は28,737百万円（前年同期比3,327百万円、10.4％の減少）となりました。主な内訳

は税金等調整前四半期純利益14,918百万円、減価償却費22,807百万円、仕入債務の増加額5,508百万円、売上債権の

減少額5,208百万円などの収入に対して、たな卸資産の増加額13,390百万円、法人税等の支払額6,645百万円の支出で

あります。 

 投資活動の結果使用した資金は38,405百万円（前年同期比1,207百万円、3.2％の増加）となりました。主な内訳は

有形固定資産の取得による支出31,776百万円であります。 

 財務活動の結果得られた資金は9,005百万円（前年同期比3,572百万円、65.7%の増加）となりました。主な内訳は

短期・長期借入金の純増加額14,215百万円の収入に対して、配当金の支払額4,694百万円の支出であります。 

 これらの増減に換算差額の増加額865百万円を算入しました結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び

現金同等物は32,739百万円となり、前連結会計年度末に比べ203百万円（0.6％）の増加となりました。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、日本経済は回復の兆候がしばらく見込めず、海外経済は米州・欧州での景気後退局

面入りと新興国での更なる減速の恐れがあり、経営環境は厳しさを増すものと予想されます。 

 このような状況のもと、中期経営計画「創成21」の２年目として諸施策を積極的に展開してまいりますが、自動

車向けの需要の減少、想定以上の円高の影響などを考慮し、通期の業績予想といたしましては減額の予想としており

ます。 

 なお、前回公表（平成20年7月31日）の通期連結業績予想との差異は以下のとおりです。 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ） 650,000 51,000 45,000 28,000 59 01 

今回修正予想（Ｂ） 588,000 31,500 28,500 14,000 29 83 

増減額（Ｂ－Ａ） △62,000 △19,500 △16,500 △14,000 －  

増減率（％） △9.5 △38.2 △36.7 △50.0 －  

前期実績 533,984 49,611 43,231 27,431 58 43 



４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．簡便な会計処理  

   採用した簡便な会計処理のうち、重要なものはありません。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

（税金費用の計算）  

  税金費用については、四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

・会計処理基準に関する事項の変更   

１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

２．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっており

ましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、この変更による営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

  第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。な

お、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

４．リース取引に関する会計基準の適用 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月

30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用すること

ができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資

産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており

ます。なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありませ

ん。 

  

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,057 28,259

受取手形及び売掛金 124,736 105,223

商品及び製品 78,417 57,621

仕掛品 42,665 31,989

原材料及び貯蔵品 24,790 20,358

繰延税金資産 8,417 8,340

短期貸付金 10,010 5,008

その他 28,079 24,477

貸倒引当金 △159 △141

流動資産合計 343,015 281,136

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 180,878 156,191

その他（純額） 129,803 117,210

有形固定資産合計 310,681 273,401

無形固定資産 4,995 2,727

投資その他の資産   

投資有価証券 39,883 53,518

繰延税金資産 15,807 16,617

その他 3,048 2,730

貸倒引当金 △683 △667

投資その他の資産合計 58,055 72,198

固定資産合計 373,732 348,327

資産合計 716,748 629,464



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 130,244 107,499

短期借入金 134,625 108,007

1年内償還予定の社債 － 10,000

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 24,519 24,519

未払法人税等 5,272 6,727

役員賞与引当金 95 190

その他 53,802 43,367

流動負債合計 348,560 300,311

固定負債   

社債 40,000 30,000

長期借入金 46,012 40,347

退職給付引当金 29,514 27,667

製品補償引当金 1,160 1,378

負ののれん 1,766 －

その他 18,257 13,359

固定負債合計 136,711 112,753

負債合計 485,271 413,065

純資産の部   

株主資本   

資本金 42,339 42,339

資本剰余金 55,479 55,410

利益剰余金 129,315 125,048

自己株式 △802 △722

株主資本合計 226,332 222,076

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,627 △1,939

為替換算調整勘定 △12,831 △10,794

評価・換算差額等合計 △14,458 △12,733

少数株主持分 19,602 7,056

純資産合計 231,476 216,399

負債純資産合計 716,748 629,464



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 320,607

売上原価 260,448

売上総利益 60,159

販売費及び一般管理費  

運搬費 7,090

販売手数料 582

給料及び手当 14,719

退職給付費用 794

役員賞与引当金繰入額 95

賃借料 1,212

旅費及び交通費 869

租税公課 734

減価償却費 1,340

研究開発費 4,519

その他 8,488

販売費及び一般管理費合計 40,448

営業利益 19,710

営業外収益  

受取利息 267

受取配当金 349

負ののれん償却額 745

持分法による投資利益 353

その他 2,907

営業外収益合計 4,624

営業外費用  

支払利息 2,868

その他 1,898

営業外費用合計 4,766

経常利益 19,568

特別利益  

過年度関税等戻入益 379

特別利益合計 379

特別損失  

投資有価証券評価損 4,896

事業再編費用 132

特別損失合計 5,029

税金等調整前四半期純利益 14,918

法人税等 5,585

少数株主利益 797

四半期純利益 8,535



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 14,918

減価償却費 22,807

負ののれん償却額 △745

貸倒引当金の増減額（△は減少） △303

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △94

退職給付引当金の増減額（△は減少） △377

製品補償引当金の増減額（△は減少） △217

退職給付制度改定に伴う未払金の増減額（△は減
少）

△386

受取利息及び受取配当金 △617

支払利息 2,868

為替換算調整差額/為替差損益（△は益） △1,976

持分法による投資損益（△は益） △353

投資有価証券評価損益（△は益） 4,896

売上債権の増減額（△は増加） 5,208

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,390

仕入債務の増減額（△は減少） 5,508

その他 △533

小計 37,209

利息及び配当金の受取額 1,351

利息の支払額 △3,178

法人税等の支払額 △6,645

営業活動によるキャッシュ・フロー 28,737

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △2,619

定期預金の払戻による収入 1

有形固定資産の取得による支出 △31,776

有形固定資産の売却による収入 18

無形固定資産の取得による支出 △299

投資有価証券の取得による支出 △461

投資有価証券の売却による収入 82

子会社株式の取得による支出 △386

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△2,983

短期貸付金の増減額（△は増加） 0

その他 18

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,405



（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 9,432

長期借入れによる収入 7,068

長期借入金の返済による支出 △2,285

社債の発行による収入 10,000

社債の償還による支出 △10,000

配当金の支払額 △4,694

その他 △515

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,005

現金及び現金同等物に係る換算差額 865

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 203

現金及び現金同等物の期首残高 32,536

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,739



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日） (単位：百万円)

日  本 米　州 欧  州 アジア他 計
消去又は
全社

連  結

　　売   上   高

(1) 外部顧客に対する売上高 122,245 63,856 97,521 36,983 320,607 － 320,607

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
65,867 816 1,775 4,488 72,947 (72,947) －

計 188,113 64,673 99,297 41,471 393,554 (72,947) 320,607

　　営 業 利 益 8,672 1,715 4,640 3,444 18,471 1,239 19,710

　(注)　１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域……………米州　　：アメリカ、カナダ、中南米

欧州　　：ドイツ、フランス、イギリス等

アジア他：中国、タイ、インド等

【海外売上高】

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日） (単位：百万円)

米   州 欧   州 アジア他 計

Ⅰ　海外売上高 67,267 92,955 46,753 206,976

Ⅱ　連結売上高    320,607

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合

％

21.0

％

29.0

％

14.6

％

64.6

　(注)　１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域…………… 米州　　：アメリカ、カナダ、中南米

 欧州　　：ドイツ、フランス、イギリス等

 アジア他：中国、タイ、インド等

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る連結財務諸表

（１）中間連結損益計算書

 （単位：百万円）

科目
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

売上高  260,984  

売上原価  205,835  

売上総利益  55,149  

販売費及び一般管理費  30,891  

営業利益  24,257  

営業外収益  2,374  

受取利息及び配当金 ( 511 )

その他 ( 1,863 )

営業外費用  5,313  

支払利息 ( 2,980 )

その他 ( 2,333 )

経常利益  21,318  

特別利益  2,215  

退職給付信託設定益 ( 2,215 )

特別損失  1,946  

製品補償引当金繰入額 ( 1,700 )

事業再編費用 ( 246 )

税金等調整前中間純利益  21,587  

法人税、住民税及び事業税  6,963  

法人税等調整額  1,444  

少数株主利益  65  

中間純利益  13,114  

－ 2 －



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

 （単位：百万円）

科目
前中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 21,587

減価償却費 18,687

のれんの償却額 0

貸倒引当金の増減額（減少：△） 18

役員賞与引当金の増減額（減少：△） △102

退職給付引当金の増減額（減少：△） △3,257

製品補償引当金の増減額（減少：△） 1,126

受取利息及び受取配当金 △511

支払利息 2,980

為替換算調整差額／為替差損益（差益：△） 1,069

持分法による投資損益（益：△） △674

退職給付信託設定益（益：△） △2,215

退職給付信託拠出額（増加：△） 3,030

売上債権の増減額（増加：△） 2,727

たな卸資産の増減額（増加：△） △2,163

仕入債務の増減額（減少：△） 2,476

その他 △304

小計 44,475

利息及び配当金の受取額 1,301

利息の支払額 △3,468

法人税等の支払額 △10,243

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,064

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △713

定期預金の払戻による収入 2

有形固定資産の取得による支出 △28,436

有形固定資産の売却による収入 36

無形固定資産の取得による支出 △289

投資有価証券の取得による支出 △7,379

持分法適用関連会社株式の取得による支出 △417

短期貸付金の純増減額（増加：△） △0

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,198

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（減少：△） 5,133

長期借入れによる収入 5,519

長期借入金の返済による支出 △1,307

少数株主への株式の発行による収入 445

配当金の支払額 △4,225

その他 △130

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,433

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △328

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △29

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 32,083

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 32,053

－ 3 －



（３）セグメント情報

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日） (単位：百万円)

日  本 米　州 欧  州 アジア他 計
消去又は
全社

連  結

　　売   上   高

(1) 外部顧客に対する売上高 112,051 68,369 45,766 34,796 260,984 － 260,984

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高
61,119 401 218 4,871 66,610 (66,610) －

計 173,171 68,771 45,984 39,667 327,594 (66,610) 260,984

　　営 業 利 益 12,494 2,855 3,013 3,284 21,648 2,609 24,257

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日） (単位：百万円)

米   州 欧   州 アジア他 計

Ⅰ　海外売上高 70,335 45,433 41,108 156,876

Ⅱ　連結売上高    260,984

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合

％

26.9

％

17.4

％

15.8

％

60.1

－ 4 －
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